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1 背景

ソフトウェアの視覚化はプログラミング教育, 理解, 実際

にコードを書く上で有効な技術である. 最近では UML *1

等が挙げられる. ソフトウェアの視覚化はコード自体やデー

タ構造の視覚化, 静的または動的な視覚化と分類できる.

JavaScript はブラウザで採用されている言語であり, 最

近ではサーバーや様々なアプリケーションでも採用されて

おり, 広く利用されている言語である. JavaScript の関数

は関数型言語と同様に引数や返り値として扱うことができ

る第一級オブジェクトであり, 重要な役割を担っている. し

かし, その柔軟性によって複数の関数が複雑に関係してくる

と, コードをみて, その関数がどのような役割で, どのよう

に動作するのか理解しづらくなる問題が存在している.

2 目的

本研究は JavaScript プログラムの関数とそれらの関係を

図形的に視覚化して理解支援を行うことを目的とする.

3 提案システム

3.1 基本方針

JavaScriptにおいて関数は重要な要素の一つである. よっ

て, 関数と関数に関係する要素に注目して視覚化を行うこと

を基本方針としている. 関係しない要素は視覚化された図

を見やすくするために基本的に表現を行わない. JavaScript

の基本的文法を理解している, 初心者ではないユーザーの利

用を想定している.

3.2 関数に関係する要素

関数に関係する要素とは以下のようなことである.

• 関数宣言
• 関数が代入されている変数
• 関数呼び出し
• 関数呼び出しの返り値が代入されている変数
• 関数を指している識別子を持つオブジェクト
• 関数を指している識別子を持つオブジェクトが代入さ
れている変数

• 内側の関数が外側の関数の変数を参照している場合の
参照されている変数

*1 http://www.uml.org/

図 1 視覚化の例

3.3 関数の表現

関数において, 引数や返り値は重要な要素なので明示す

る. 引数に関しては, すべての要素を表現する. 返り値に関

しては, 関数や関数呼び出し, 関数を値に持つプロパティを

持つオブジェクト, 内側の関数が外側の関数の変数を参照し

ている場合の参照されている変数を表現する. また, 無名関

数も JavaScript では重要な要素であるので, 関数名が存在

する関数と同様に扱う.

3.4 基本ルール

図 1は視覚化した例である. 関数は三つの区域からなる長

方形で, 上段が引数, 中段が本体の処理, 下段が返り値を示

している. 視覚化された図の横方向は左から 2 列目以降が

関数の深さを表している. 左から右にいくほど, 深い関数で

あることを表している. 各列は以下のようになっている.

• 1 列目

グローバル領域を表していて, 関数宣言の要素, 関数や

関数呼び出し及びその返り値が代入されている変数が

表現されている.

• 2 列目

グローバル領域内で定義された関数または無名関数や

無名関数呼び出しの関数が表現されている.

• 3 列目以降

前の列の関数の中で定義された関数または無名関数や

無名関数呼び出しの関数が表現されている.

縦方向は要素がコード上で出現した順番を表している. 下

にいくほど, 後から出現した要素であることを表している.

4 評価

JavaScript の参考書 [4][5] に掲載されている複数の関数

が関わる関数宣言や無名関数呼び出し, 再帰関数, 内側の関

数が外側の関数の変数を参照する場合などのサンプルコー



図 2 無名関数呼び出し及び内側の関数が外側の関数の変

数を参照する場合のサンプルコードの視覚化

ドを例にし, 視覚化することによってどのようにわかりやす

くなっているかや逆にどのような部分がわかりにくくなっ

ているかをまとめた. 以下の点の評価を行った.

• 関数の関係を表すことができているか
• 関数の関係がわかりやすくなっているか
• 関数の関係以外でどのような部分が表せていたり, わか

りやすくなっているか

無名関数呼び出し及び内側の関数が外側の関数の変数を参

照する場合のサンプルコードの視覚化に対して評価を行っ

た. 図 2 はそのサンプルコードを視覚化した図である. (A)

は無名関数呼び出しを表現している. (B) の関数は (A) の

中で定義された関数であり, その中の変数 value から (A)

の変数 value に引かれている矢印が内側の関数が外側の関

数の変数を参照する表現である.

幾つかのサンプルコードを視覚化した結果, 以下の点が表

せており, わかりやすくなっていると考えられる.

• 関数定義なのか無名関数呼び出しなのか
• 関わっている関数の数
• 関数の返り値に関数が含まれているか
• 内側の関数が外側の関数の変数参照
• 引数の有無, その数

また, 逆に表せていなかったり, わかりにくくなったのは以

下の点である.

• 関数の関係のみの視覚化のため関数自体がどのような
動作をするのか表せない

• 関数が何を行っているかわかりにくい
• 矢印の始点や終点が近くに描画されるとどちらを指し
ているかわかりにくい

5 関連研究

5.1 Visual Haskell: A First Attempt[1]

Reekie の研究では関数型言語の Haskell を基にした Vi-

sual Haskell というビジュアルプログラミング言語を提案

した. 彼の研究は Visual Haskell を使用することでプログ

ラムを静的に視覚化することを可能にしている.

5.2 Online Python Tutor: Embeddable Web-Based Pro-

gram Visualization for CS Education[2]

Philip の研究では Web ベースで Python のプログラム

の実行を視覚化し, 学習支援を行うシステムを提案した. 彼

のシステムはユーザーが入力した Python のプログラムを

動的解析し, 視覚化している. 実行を幾つかに分け, コード

のどの状態が表現されているかユーザーに提示する. 実行の

様子は自動的にアニメーションのように再生されるのでは

なく, ユーザーが自ら進めたり, 戻したりするようになって

いる. また彼は, JavaScript でも同様なシステム JavaScript

Tutor[3] を作成している.

6 結論

JavaScript を対象とした関数の関係に対し, それぞれの

要素に対し, 視覚化表現の定義を行い, 視覚化を自動的に行

うシステムを作成した. 様々なサンプルコードを視覚化し,

関数の関係を図に表すことができ, それらがわかりやすく表

現できていると考えられる. そのため, 本システムを使用す

ることにより, JavaScript を対象とした関数の関係につい

ての理解支援ができると考えられる.

7 今後の課題

本研究で作成したシステムには以下のような課題が残っ

ていると考えられる.

• 被験者実験の実施
• 実装できていない関数に関係する表現

– 関数を関数の引数にした場合の関数間の矢印

– 内側の関数から外側の関数の変数を参照した場合

の変数間の一部の矢印

• 視覚化表現を行う線引き
関数呼び出しや返り値の表現の表現の仕方

• スケールの問題
コードの量が増えると図が縦長になってしまい見にく

くなる問題
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